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千葉県我孫子市の
情報発信基地

我孫子市マスコットキャラクター
手賀沼のうなきちさん

我孫子インフォメーションセンター
アビシルベ 発行（月刊）

・オンラインで開催中！「Enjoy 手賀沼！2021」

・開催中！我孫子アートな散歩市 第二十回記念

・アビプレ100号記念！お祝いメッセージを募集します。

・我孫子市3館イベント情報

　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9:00～18:00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒270-1151
千葉県我孫子市本町2丁目1番10号  
TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ 情

千葉県我孫子市の情報発信基地千葉県我孫子市の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！
アビシルベ月間予定

アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
毎月多彩なゲストを迎えて
我孫子の魅力あふれる
情報をお伝えしています。

我孫子の美味しい処
レストラン、カフェ、居酒屋、
バーなど、アビシルベの
スタッフがご紹介します。

イベント情報
イベントやお祭りの
レポやプロモなど

うなきちパラダイス
これを観れば

振付けもバッチリ！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

志賀直哉原稿
「思ひ出すリーチのこと」

今年は志賀直哉没後 50 年、
白樺文学館開館 20 年となり
ます。
コレクション展として前期は
旧白樺文学館コレクションを
中心に紹介します。

本誌で掲載の情報は4月30日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよう
お願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

鳥の博物館

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　
所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3　TEL：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

前年度に実施した 30周年特別展示「日
本の鳥」では、鳥の博物館が収蔵する日
本の鳥の標本を一堂に公開したところ
大変好評でした。これに応えて再び日
本の鳥を展示します。日本の鳥 633 種
の約 6 割にあたる 385 種の標本を通じ
て、地域や環境、季節によっても異なる
日本の鳥の多様性を紹介します。

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　
TEL：04-7187-1131
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　団体 20 名以上 2割引

白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　
TEL：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、
　　　　団体 20 名以上 2割引

テーマ展示

幕末維新期の横浜で発行された新聞を復刻した本

杉村楚人冠の蔵書コレクション「ジャーナ
リズム文庫」から、新聞の歴史がわかる本
と、楚人冠の同僚たちが書いた本を展示し
ます。楚人冠が集めた本から、新聞の歴史を
のぞいてみましょう。

開催中～6月27日（日）
常設テーマ

5月15日（土）～7月11日（日）

「白樺派と我孫子2021」（前期）　

5/22（土）・5/23（日）10:00～16:00
あびマルシェ
我孫子アートな散歩市 第二十回記念 

5/24（月）～6/6（日）15:00まで
我孫子アートな散歩市 第二十回記念

開催中～6月27日（日）特別展示
「日本の鳥～収蔵標本公開～」
特別展示
「日本の鳥～収蔵標本公開～」

テーマトーク

13:30 ～14:15

6 19
土

山階鳥類研究所所員や博物館学芸員による講演会です。
新型コロナ感染症対策のため、オンラインで実施しています。

5/21（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆ LIVE !

「楚人冠の本棚
楚人冠のジャーナリズム文庫」

こぼれ話をTwitterで公開中！是非ご覧ください。

杉村楚人冠記念館・市民図書館共催
第 9回楚人冠講座「杉村楚人冠の人と作品２」

『楚人冠全集』から、杉村楚人冠が新聞界に残した功績が
わかるような作品をピックアップ、学芸員が解説します。6 12

土 10:00 ～11:30／生涯学習センターアビスタ　第二学習室
定員 20人（要予約・先着順）

予約受付：5月16日 9:30 以降、市民図書館アビスタ本館（電話：04-7184-1110）

6 12
土

てがたん 鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き物を観察する散歩感覚の
自然観察隊です。毎月第二土曜日に開催しています。

「戦国武将の家紋を探そう！」

「冬眠に似た体温低下、
　　　　　　　鳥のトーパーとは？」

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止の可能性もありますので、
　事前に鳥の博物館のウェブページ（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）
　で確認してください。

てがたんコースを歩きながら、戦国武将の家紋のモチーフとなっ
た動植物を探します。また家紋に選ばれた理由も考えてみます。

7 10
土
「これを食べたのは誰？
　～食べ跡から生き物を探そう～」

植物をじっくり見ると、穴やこぶや削ら
れた跡が見つかります。これはいった誰
のしわざか、探偵のように謎解きに挑戦
してみましょう。

参加方法：鳥の博物館および山階鳥類研究所のウェブサイトに
　　　　　動画配信サイトへのリンクを掲載します。
鳥の博物館（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）
山階鳥類研究所（http://www.yamashina.or.jp/）

時間：10:00 ～11:00
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
参加費：高校生以上100 円（保険料として）
定員：10人
電話申し込み：04-7185-2212（鳥の博物館）

手賀沼のうなきちさんを紹介します！
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えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

4月19日（月）～5月16日（日）

開催場所：WEBサイト http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/

　　　　　　　手賀沼親水広場 水の館「手賀沼ステーション」

お問い合わせ：我孫子市手賀沼課TEL 04-7185-1111（内26-467）

　　　　　　　　　 メール tegadou@gmail.com

オンラインで開催中！ 開催中！
我孫子アートな散歩市 第二十回記念

我孫子アートな散歩市　企画委員会事務局 Tel.090-4206-6242（関谷さん）問

6/6（日）まで開催中。
「我孫子アートな散歩市」は、アートをめぐる「市」です。美術
や工芸品の販売はもちろん、音楽イベントや史跡、公園での美
術展など様々な催しでプログラムされ、アートによる我孫子の再
発見と、地域の人々の交流をめざしています。やすらぎや癒しを
与えてくれる景観～ヒーリングランドスケープ～を備えたこの街で
アートを巡る散歩をお楽しみください。
期間中、我孫子市内各所でイベントや展示が開催されています。
詳細はパンフレットをご覧ください。（アビシルベで配布しており
ます。）

アビプレは7月で100 号を迎えます！
これに先立ち、アビプレへのお祝いメッセージを募集

します。お祝いメッセージの他、アビプレに関する想い出や、お気に入りの特
集などをお寄せください。
頂いたメッセージはアビプレ 100 号に掲載予定です。（すべてを掲載できない場合
があります。予めご了承ください。）
みなさまからの素敵なメッセージをおまちしております！

手賀沼のうなきちさんを紹介します！
2012年から活動をはじめ、2013年に我孫子市の特別住民票を獲得した
手賀沼のうなきちさん。現在は我孫子市マスコットキャラクターとして活躍中！
ダンディー（？）な風貌と、つかみどころのない性格で市民から愛されています。
今号はうなきちさんのプロフィールと、オリジナルグッズを改めてご紹介します！

手賀沼のうなきちさんの

石像が完成したうな～！

グッズはアビシルベで販売中！
うなきちさんグッズで運気もうなぎのぼりうなぁ！

クリアファイル2種
各150 円

ピンバッジ
360 円

ネックストラップ
420 円

マスキングテープ
280 円

クリップボールペン
210 円

マウスパッド
460 円

ラバーキーホルダー
460 円

ぬいぐるみ
2,200 円

叶え袋
720 円

一筆箋
200 円

フェイスタオル
410 円

エコバッグ
350 円

缶バッジ・缶マグネット　各100 円 ※価格はすべて税込み 我孫子市市制施行 50 周年を記念して手賀沼
のうなきちさんの石像が完成しました！
今後、行政関連施設やさまざまなイベントで
活躍する予定です。
楽しみにしていて欲しいうなぁ！

年齢：不詳　　　語尾：うなー・うな～・うなぁ

趣味：手賀沼の湖畔でボーっとすること（そのまま寝てしまうことも？！）
　　　魚や水辺の鳥たちとおしゃべりすること
　　　我孫子の歴史散策
　　　地域のおまつりを見に行く（新型コロナの影響で最近はなかなか見に行けません）

特技：どじょうすくい
　　　人間関係を滑らかにする
　　　野鳥と話せる

性格：天然で、つかみどころがない性格

好きな食べ物：白樺派のカレー
　　　　　　　我孫子市産の新鮮野菜

　好きな場所：景色の良い水辺
　　　　　　　人が集まって賑やかな場所
　　　　　　　　　　　　　（最近は自粛中うな～）

　　　ご利益：うなきちさんに触ると、なにかと
　　　　　　　うなぎのぼりになる

“どじょうすくい” は島根県安来市伝統の
踊りだよ。どじょうを捕まえようとする
動きがとってもおもしろい！
QRコードから 動画で見てみよう！

提供：安来節保存会

応募方法：件名「アビプレ100 号メッセージ」を記入の上 FAXまたはメールにてお寄せください。
　　　　　Mail：mail@abikoinfo.jp 　FAX：04-7108-0014

  アビプレ100 号記念！
お祝いメッセージを募集します。
  アビプレ100 号記念！
お祝いメッセージを募集します。
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・開催中！我孫子アートな散歩市 第二十回記念

・アビプレ100号記念！お祝いメッセージを募集します。

・我孫子市3館イベント情報

　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9:00～18:00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒270-1151
千葉県我孫子市本町2丁目1番10号  
TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ 情

千葉県我孫子市の情報発信基地千葉県我孫子市の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター

（アビシルベ）

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！
アビシルベ月間予定

アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
毎月多彩なゲストを迎えて
我孫子の魅力あふれる
情報をお伝えしています。

我孫子の美味しい処
レストラン、カフェ、居酒屋、
バーなど、アビシルベの
スタッフがご紹介します。

イベント情報
イベントやお祭りの
レポやプロモなど

うなきちパラダイス
これを観れば

振付けもバッチリ！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

志賀直哉原稿
「思ひ出すリーチのこと」

今年は志賀直哉没後 50 年、
白樺文学館開館 20 年となり
ます。
コレクション展として前期は
旧白樺文学館コレクションを
中心に紹介します。

本誌で掲載の情報は4月30日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよう
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の約 6 割にあたる 385 種の標本を通じ
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「楚人冠の本棚
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こぼれ話をTwitterで公開中！是非ご覧ください。

杉村楚人冠記念館・市民図書館共催
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『楚人冠全集』から、杉村楚人冠が新聞界に残した功績が
わかるような作品をピックアップ、学芸員が解説します。6 12

土 10:00 ～11:30／生涯学習センターアビスタ　第二学習室
定員 20人（要予約・先着順）
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土

てがたん 鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き物を観察する散歩感覚の
自然観察隊です。毎月第二土曜日に開催しています。

「戦国武将の家紋を探そう！」

「冬眠に似た体温低下、
　　　　　　　鳥のトーパーとは？」

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止の可能性もありますので、
　事前に鳥の博物館のウェブページ（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）
　で確認してください。

てがたんコースを歩きながら、戦国武将の家紋のモチーフとなっ
た動植物を探します。また家紋に選ばれた理由も考えてみます。

7 10
土
「これを食べたのは誰？
　～食べ跡から生き物を探そう～」

植物をじっくり見ると、穴やこぶや削ら
れた跡が見つかります。これはいった誰
のしわざか、探偵のように謎解きに挑戦
してみましょう。

参加方法：鳥の博物館および山階鳥類研究所のウェブサイトに
　　　　　動画配信サイトへのリンクを掲載します。
鳥の博物館（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）
山階鳥類研究所（http://www.yamashina.or.jp/）

時間：10:00 ～11:00
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
参加費：高校生以上100 円（保険料として）
定員：10人
電話申し込み：04-7185-2212（鳥の博物館）

手賀沼のうなきちさんを紹介します！


